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株式会社小久保工業所 

 

お掃除道具は「専用派」「万能派」どれがいい？ 

「おそうじドクター」売れ筋ランキングでチェック！ 
 

大掃除の季節がやってきました。お掃除道具には、用途を特化した「専用派」や、どこにでも使える

「万能派」など様々な種類があり、どれを選べば良いか迷うことも。そこで小久保工業所から発売中の

「おそうじドクター」シリーズから「専用派」と「万能派」に分けた売れ筋商品ランキングをご紹介します。

お掃除道具を選ぶ際の参考にしてみては。（調査期間2013年9月～2014年10月 自社調べ） 

【専用派】 用途を特化したお掃除道具 【万能派】 いろんな用途に使えるお掃除道具 

【専用派】 

1位 

おそうじ Dr.  

サッシブラシ（ヘラ付） 

【万能派】 

1位 

おそうじ Dr. 

ミニ万能ブラシ（チビブラシ付） 

サッシの溝や 

細かいすき間に。 

山切りカットの 

ブラシでホコリや 

ゴミを掃除。付属のヘラで溝に 

こびりついた泥などをすくい取り 

ます。ヘラはブラシ本体に収納。 

●「おそうじ Dr. サッシブラシ（ヘラ付）」 

参考価格 税別 195 円 税込 211円 ※オープン価格 発売中 

http://kokubo.co.jp/living/cleaning_tools/2633.html 

ミニタイプの万能 

ブラシ。細かいす 

き間のお掃除に。 

山切りカットの 

ブラシが、タイルの目地、ドアのすき間、サッシのミゾなどにフィットします。 

さらに細かいすき間のお掃除に便利なチビブラシ付。蛇口周りなどに。 

付属チビブラシは本体ブラシの柄の中に収納できます。 

●「おそうじ Dr. ミニ万能ブラシ（チビブラシ付）」 

参考価格 税別 195 円 税込 211円 ※オープン価格 発売中 

http://kokubo.co.jp/bath/bathtub_cleaner/2634.html 

【専用派】 

２位 

おそうじ Dr. 

排水口ブラシ 

【万能派】 

２位 

おそうじ Dr.  

ツインブラシ 

排水口バスケットや三角コーナーの 

お手入れ用ブラシ。毛先が L型に 

なっているので角の部分もしっかり 

洗えます。コーナーに当たる部分の 

ブラシはかためになっていて隅まで届きます。 

柄は持ちやすく掃除しやすい形状です。 

●「おそうじ Dr. 排水口ブラシ」 

参考価格 税別 195 円 税込 211円 

※オープン価格 発売中 

http://kokubo.co.jp/kitchentime/kitchen_others/2640.html 

ハードとソフトの２タイプの 

毛先で、汚れや場所に 

合わせて使い分け可能。 

キッチン、浴室、トイレ等。 

ハードな毛先はタイル目地浴室コーナー、 

ソフトな毛先は風呂フタ洗い等。持ちやすい形。 

●「おそうじ Dr. ツインブラシ」 

参考価格 税別 195 円 税込 211円 

※オープン価格 発売中 

http://kokubo.co.jp/bath/bathtub_cleaner/2629.html 

【専用派】 

３位 

おそうじ Dr. 

浴室ワイパー スポンジタイプ 

【万能派】 

３位 

おそうじ Dr. 

すき間ブラシ 

浴室の壁、窓、床の水滴や 

汚れをサッと拭き取れます。 

ワイパーとスポンジの両方が 

使えます。合成ゴムのワイパー 

部分で水滴をサッと落とし、 

スポンジで残った水滴を吸い 

取ります。 

●「おそうじ Dr. 浴室ワイパー スポンジタイプ」 

参考価格 税別 195 円 税込 211円 ※オープン価格 発売中 

http://kokubo.co.jp/bath/bathtub_cleaner/2635.html 

細かいすき間や溝の汚れに。 

目の細かいブラシと、丈夫な 

不織布の 2 タイプで、汚れや 

場所に合わせて使い分け可能。 

洗面所の蛇口周りやキッチンの 

お掃除に。不織布は便利な 

取替式で、スペア２個付。 

●「おそうじ Dr. すき間ブラシ」 

参考価格 税別 195 円 税込 211円 ※オープン価格 発売中 

http://kokubo.co.jp/bath/bathtub_cleaner/2632.html 
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【専用派】 

４位 

おそうじ Dr. 

網戸・フィルター洗いブラシ 

【万能派】 

４位 

おそうじ Dr. 

すき間ツインブラシ（収納フック付） 

網戸やエアコンフィルターを洗う 

ブラシ。横幅約 14cm のワイド 

ヘッドに約 1.5cm のブラシが 

ついていて、広い網戸も一気に 

洗えます。軽いので手軽に使え 

ます。年末の大掃除アイテムに。 

●「おそうじ Dr.  

網戸・フィルター洗いブラシ」 

参考価格 税別 195 円 税込 211円 ※オープン価格 発売中 

http://kokubo.co.jp/living/cleaning_tools/2636.html 

長毛と短毛の２タイプの毛先で 

汚れや場所に合わせて使い分け 

できます。細かいすき間や、溝の 

汚れなど、多用途に使えます。 

保管に便利な収納フック付き。 

●「おそうじ Dr. すき間ツインブラシ 

（収納フック付）」  発売中 

参考価格 ※オープン価格 

税別 195 円 税込 211円 

http://kokubo.co.jp/bath/bathtub_cleaner/2630.html 

【専用派】 

５位 

おそうじ Dr.レンジブラシ 

（ちりとり兼用収納ケース付） 

【万能派】 

５位 

おそうじ Dr. 

スポンジ＆ブラシ 

電子レンジ、トースター、ガスレン 

ジ等に。ブラシで食べ物カスをかき 

出します。青い持ち手はヘラになり 

こびりつき汚れを落とせます。収納 

ケースはちりとりとして使用できます。 

ゴム磁石付でピタッとつけて収納可能。 

●「おそうじ Dr. レンジブラシ 

（ちりとり兼用収納ケース付）」 発売中 

参考価格 税別 195 円 税込 211円 ※オープン価格 

http://kokubo.co.jp/kitchentime/kitchen_others/2641.html 

 

 

 

ブラシとメラミンスポンジの両用タイプで多用途に使えます。 

ブラシはタイルの目地や浴室のコーナー洗いに便利。メラミン 

スポンジは、洗剤を使わなくても水だけで水アカ、手アカなどの汚れを落と

せます。メラミンスポンジは便利な取替式。柄は持ちやすい形状です。 

●「おそうじ Dr. スポンジ＆ブラシ」 

参考価格 税別 195 円 税込 211円 ※オープン価格 発売中 

http://kokubo.co.jp/bath/bathtub_cleaner/2631.html 

発売元：（株）小久保工業所     ※「おそうじドクター」は 2007年より発売しているお掃除用品の人気シリーズです。 

 

【専用派】 

注目！ 

そうかい 

ピカピカ槽快 洗濯槽ブラシ 
【万能派】 

新発売！ 

て        し 

のび手ぴった指 
 

 

 

 

 

洗濯槽の掃除に。２種類のブラシ 

を使い分けできます。大きいブラシ 

は側面や底、小さいブラシは溝や 

くぼみ洗いに。保管はフックにかけて。 

●「ピカピカ槽快 洗濯槽ブラシ」 

参考価格 税別 600 円 税込 648円 発売中 

http://kokubo.co.jp/bath/bathtub_cleaner/1789.html 

使い切りタイプの薄手の手袋です。 

伸びがよく、密着度が強く手にフィット 

します。手の感覚のまま様々な作業 

ができます。掃除、靴みがき、園芸、 

農作業、料理、食器洗い、毛染め、 

ワックスがけ、ペットの世話などに。 

内側エンボス加工で着脱がスムーズ。 

天然ゴムのようなイヤな臭いもありません。  

●「のび手ぴった指」 20枚入 

・左右兼用 全長約 24cm 材質／TPE 

・参考価格：税別 180 円 税込 194円 

・発売日： 2015年 1月 10日新発売 

※オープン価格 

＜お問い合わせ＞ 

●一般のお客様： 株式会社小久保工業所 本社 TEL.073-487-1811  和歌山県海南市野上新 201-9 

●メディア関係者様：  ※メディア様向け取材、写真、サンプルのご提供を承ります。 

小久保工業所 東京営業所 （広報／大田） TEL.03-5205-1811  メール: press@kokubo.co.jp  

東京都中央区日本橋 2-3-6 日土地日本橋ビル 8F   http://kokubo.co.jp 
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